
ＪＣＹクラブマネジャーズセミナー 2019

～日本クラブユースサッカー連盟による Ｊリーグ百年構想実現プロジェクト～

「安全・安心・安定したクラブについて考えてみませんか？」

★クラブの活動中に潜んでいる「リスク」を意識したことはありますか？

★クラブの「活動拠点」は充実していますか？

★クラブの「将来的なヴィジョン」ははっきりと見えているものでしょうか？

★クラブの「財務状況」は適切なものなのでしょうか？

日常的な活動が安全で充実したものになれば、指導者ご自身が安心を得ることができます。

継続的かつ発展的な活動展開によって、クラブが安定運営され、さらに充実した指導ができるよ

うになっていきます。

本講習会に、マネジメントについての予備知識は一切不要です。ぜひこの機会にクラブマネジ

メントについて考え始めてみませんか？

【目的】 クラブがはっきりとしたヴィジョンを持ち、安定・継続的な運営を展開し、さらに発展を目

指すことができるように、クラブマネジャー同士の意見交換や相互研鑽を推進し、ネットワ

ークの構築と能力の向上を図る。

【主催】 一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟、NPO 法人日本サッカー指導者協会

【後援】 公益財団法人日本サッカー協会（予定）

【開催日および会場】 ＊各会場の内容は基本的に同じです。

会場の詳細については、決定し次第、ウェブサイトにて再度掲載いたします。また、お申込みいた

だいた方には直接ご連絡いたします。

・東北会場(福島県)：2020 年 2 月 1 日（土）、2 日（日）

郡山商工会議所

福島県郡山市清水台 1-3-8（TEL：024-921-2600）

・関東会場（山梨県）：2020 年 2 月 8 日(土)、2 月 9 日(日)

山梨県 石和温泉郷のリゾート旅館 華やぎの章 慶山

山梨県笛吹市石和町市部 822（TEL：055-262-2161）

・関西会場(京都府)：2020 年 2 月 22 日（土）、23 日（日）

京都テルサ

京都府京都市南区東九条下殿田町 70（TEL:075-692-3400）

【受講対象】 ＪＣＹ加入団体関係者／スポーツ組織に携わる方／その他、スポーツ選手や指導者

ただし、PC にてＥ－mail が使用可能な方（諸連絡はメールにて行います）

【受講料】 ３，０００円（初日にご用意下さい）

・ 初日は各会場近くのお店にて懇親会を予定しています。懇親会参加費用は別途ご



負担ください（詳細は後日ご連絡いたします）。

・ 宿泊については含まれておりません。各自でご手配お願い致します。

【定員】 30 人程度

【身に付く力】 スポーツクラブ運営における実践的なマネジメント能力の向上と全国のマネジャー

同士のネットワークの交流。修了生についてはＪＣＹサイトにて公開いたします。

【JFA 指導者ライセンスポイント付与】

JFA指導者C級ライセンス保有者（山梨会場のみB級ライセンス保有者も可）にはリフレッシュポ

イントが（10 ポイント）付与されます。ポイント付与をご希望の場合は、JCY サイトからのお申し込み

ではなく、KICK OFFサイトよりお申し込みください。JCYサイト、添付申込用紙での受付が可能にな

りました。

【講師・運営体制】

運営責任者 石川 慎之助
ＮＰＯ法人つくばフットボールクラブ 理事長

一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 事業委員長

講師

加藤 孝俊
NPO 法人さっぽろ AM スポーツクラブ 理事長

一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 副会長

杉沢 幹生
NPO 法人杉並アヤックスサッカークラブ 理事長

一般財団法人日本クラブユースサッカー連盟 事務局長

谷塚 哲 ＲＥＧＩＳＴＡ有限責任事業組合 代表

吉野 次郎
ＮＰＯ法人横浜スポーツ＆カルチャークラブ 理事長

関東クラブユースサッカー連盟 事務局長

和田 壮司

株式会社audience 代表取締役

フウガドールすみだ 顧問

公認会計士、税理士

慶応ビジネススクール経営学修士（ＭＢＡ）

岡本 純 株式会社スポーツシューレ神戸 取締役

【申込み期限】

・東北会場（福島県） ： 2020 年 1 月 24 日（金）

・関東会場（山梨県） ： 2020 年 1 月 31 日（金）

・関西会場（京都府） ： 2020 年 2 月 14 日（金）

【申込み方法】

E-mail： jcy@jfa.or.jp もしくは FAX：03-3830-1847 にて別紙申込書にご記入の上お申

し込み下さい。JCYHP サイトからもお申込み可能です。

※JFA指導者C級ライセンス（山梨のみB級も可）リフレッシュポイント付与希望者もJCY

サイト、本申込書からの受付が可能になりました。

お問い合わせ先 日本クラブユースサッカー連盟事務局 jcy@jfa.or.jp

電話 03-3830-1844 ＦＡＸ 03-3830-1847

平日 9：00～17：00

mailto:jcy@jfa.or.jp
mailto:jcy@jfa.or.jp


【講義内容とスケジュール】

下記内容を 2 日間に分けて行います。講師の都合により講義順は開催地ごとに異なります。

1日目：１３：００～１９：００、２日目：９：００～１６：００

＊途中に随時休憩を挟みます

科目名 講師 時間数

まちクラブのマーケティング入門 岡本純 1.5

法的側面からみたクラブマネジメント 谷塚哲 ３

財務管理から見たクラブマネジメント 和田壮司 ２

スポーツ施設建設と利活用 谷塚哲

杉澤幹生

加藤孝俊

石川慎之助

１

日本各地のクラブマネジメント事例紹介 加藤孝俊 1.5

吉野次郎 1

石川慎之助 2

合計 １２

• まちクラブのマーケティング入門

クラブが活動を継続し、向上させていくためには、クラブの特徴を把握し、立ち位置を定

め、地域や企業に共感を得られるように表現していくことが必要です。そうした課題解決に

つながるマーケティングについて、少し学んでみませんか？

• 法的側面からみたクラブマネジメント

クラブ運営上のマネジメント（法人格、権利、税務等）とリスクマネジメント（事故ケガの法

的考え方、保険制度）

• 財務管理から見たクラブマネジメント

サッカークラブを経営していく上で発生する財務リスクについて、特にキャッシュフローマネ

ジメントの視点から考えていきます。

• スポーツ施設建設と利活用

あなたのクラブに合ったスポーツ施設を建設する、あるいはスポーツ施設をより有効に活

用するために、助成金をいかに利活用していくか、その資金計画や敷地確保、賛同者を得

るために第三者に対するプレゼンをどのように行っていくかなどについて考えます。

• 日本各地のクラブマネジメント事例紹介

日本各地のクラブの事例紹介を基に、クラブのありようを考えてみます



お申込日： 年 月 日

ＪＣＹクラブマネジャーズセミナー 2019 受講申込書

（ふりがな）

名 前
生年月日 （年齢） 性別

ご職業

(学生の場合は所属)
参加希望地（希望地に○）

スポーツクラブに所属している

場合はクラブ名

（ ）
西暦 年 月 日

（満 ）歳

福島 ・ 山梨 ・ 京都

連絡先（現住所） 電話番号 （携帯電話番号） E メールアドレス

〒

（ ）

※JFA 指導者 C 級ライセンス（山梨のみ B 級も可）リフレッシュポイント

付与希望者は必ず JFA ID ・指導者登録番号をご記入ください

JFA ID 指導者登録番号（C で始まる番号）

○ 個人情報等の取り扱いについて

今回取得した個人情報は、日本クラブユースサッカー連盟事務局で厳重に管理し、以下のこと以外には使用しません。（＊申込みにより、上記について

同意をしたものと判断します。）

1 この講座を進める上での書類などの送付、諸連絡、本講座参加者間での名簿等の情報共有、その他本講座を進めるにあたり必要な手続きのため

2 本講座の広報宣伝

○ セミナーの様子を写真撮影し、広報宣伝等に使用することもありますので、ご了承ください。

○ 申込み方法

E-mail： jcy@jfa.or.jp もしくは FAX：03-3830-1847 にて別紙申込書にご記入の上お申し込み下さい。JCYHP サイトからもお申込み可能です。

※JFA 指導者 C 級ライセンス（山梨のみ B級も可）リフレッシュポイント付与希望者も JCY サイト、本申込書からの受付が可能になりました。

○ お問い合わせ先 日本クラブユースサッカー連盟 事務局 （jcy@jfa.or.jp 電話 03-3830-1844 ＦＡＸ 03-3830-1847 平日 9：00～17：00）


